
保育所一覧

地域 名称 経営主体 市町村 所在地 電話番号 FAX番号 定員（人）

乙訓 向日市立第１保育所 市 向日市 向日町北山２１ 075-921-4416 075-921-4416 230

乙訓 向日市立第２保育所 市 向日市 物集女町南条６３－２ 075-931-4001 075-931-4001 120

乙訓 向日市立第３保育所 市 向日市 森本町薮路１－１ 075-922-6300 075-922-6300 120

乙訓 向日市立第５保育所 市 向日市 寺戸町三ノ坪１４ 075-932-1819 075-932-1819 120

乙訓 向日市立第６保育所 市 向日市 上植野町地田５－３ 075-933-1212 075-933-1212 120

乙訓 長岡京市立開田保育所 市 長岡京市 開田３－３－２ 075-954-1178 075-954-1177 120

乙訓 長岡京市立神足保育所 市 長岡京市 東神足２－１７－２ 075-951-0170 075-953-0046 120

乙訓 長岡京市立今里保育園 市 長岡京市 今里３－１４－６ 075-952-7700 075-953-0047 120

乙訓 長岡京市立滝ノ町保育園 市 長岡京市 滝ノ町２－２－２６ 075-954-5324 075-953-0061 120

乙訓 長岡京市立新田保育所 市 長岡京市 長岡１－４－１ 075-952-4244 075-953-0062 120

乙訓 長岡京市立深田保育所 市 長岡京市 野添２－３－３ 075-955-2588 075-953-0070 120

乙訓 大山崎町立大山崎町保育所 町 大山崎町 字大山崎小字堀尻１５ 075-956-3397 075-956-0269 120

乙訓 大山崎町立第２保育所 町 大山崎町 字円明寺小字鳥居前１７ 075-957-1120 075-957-4868 100

乙訓 大山崎町立第３保育所 町 大山崎町 字円明寺小字松田４５ 075-957-6091 075-957-6092 90

口丹 市立八木中央保育所 公 南丹市 八木町西田河原条42 0771-42-2274 90

口丹 市立八木東保育所 公 南丹市 八木町北屋賀焼石8-3 0771-42-4377 60

口丹 市立園部保育所 公 南丹市 園部町木崎町下長46 0771-62-0427 90

口丹 市立城南保育所 公 南丹市 園部町城南町中井32-2 0771-62-1400 100

口丹 市立川辺保育所 公 南丹市 園部町船岡横茶園1-5 0771-62-3150 60

口丹 市立胡麻保育所 公 南丹市 日吉町胡麻中野辺谷73 0771-74-0052 90

口丹 市立日吉中央保育所 公 南丹市 日吉町保野田垣ノ内11・12-1合地 0771-72-0212 90

口丹 市立興風保育所 公 南丹市 日吉町田原渕谷口26-2 0771-73-0130 45

口丹 市立みやま保育所 公 南丹市 美山町島島台53 0771-75-0133 60

口丹 市立平屋保育所 公 南丹市 美山町安掛墓の元13 0771-75-0232 30

口丹 市立鶴ヶ岡保育所 公 南丹市 美山町鶴ケ岡佃12 0771-76-0334 30

口丹 市立知井保育所 公 南丹市 美山町中堪定7 0771-77-0047 30

口丹 市立大野保育所 公 南丹市 美山町三埜後田4の1 0771-75-0158 30

口丹 町立上豊田保育所 公 京丹波町 京丹波町豊田シミ98 0771-82-2056 120

口丹 町立桧山保育所 公 京丹波町 京丹波町和田丸戸3 0771-86-0574 120

口丹 町立質美保育所 公 京丹波町 京丹波町質美西分25 0771-86-1151 30

口丹 町立梅田保育所 公 京丹波町 京丹波町鎌谷下南垣内21 0771-87-0701 45

口丹 町立わちエンジェル 公 京丹波町 京丹波町大倉家田ノ上5-7 0771-84-1920 90

口丹 市立本梅保育所 公 亀岡市 本梅町井手早田垣内13-2 0771-26-3044 120

口丹 市立東本梅保育所 公 亀岡市 東本梅町東大谷生子田69 0771-26-2505 70

口丹 市立川東保育所 公 亀岡市 馬路町流川30-1 0771-22-2176 150

口丹 市立中部保育所 公 亀岡市 曽我部町穴太川原口34-1 0771-23-0310 90

口丹 市立東部保育所 公 亀岡市 篠町野条下川1 0771-23-2382 150

口丹 市立第六保育所 公 亀岡市 北河原町1-1-1 0771-24-0345 240

口丹 市立別院保育所 公 亀岡市 東別院町南掛正之垣内10 0771-27-2121 60

口丹 市立保津保育所 公 亀岡市 保津町五番60-2 0771-23-6835 70

相楽･綴喜 町立こまだ保育所 公 精華町 精華町大字下狛小字浄楽76･77･78 0774-94-3400 150

相楽･綴喜 町立ほうその保育所 公 精華町 精華町大字祝園小字一の坪2 0774-94-3530 120

相楽･綴喜 町立ほうその第2保育所 公 精華町 精華町大字祝園小字出森3･4 0774-94-5394 45

相楽･綴喜 町立いけたに保育所 公 精華町 精華町桜が丘三丁目2-2 0774-72-3530 150

相楽･綴喜 村立大河原保育園 公 南山城村 南山城村大字北大河原小字北垣内9 07439-3-0935 30

相楽･綴喜 村立野殿童仙房保育園 公 南山城村 南山城村大字童仙房三郷田47 07439-3-0052 120

相楽･綴喜 村立月ヶ瀬口保育園 公 南山城村 南山城村大字北大河原小字釜ノ子29-445 07439-3-0419 90

相楽･綴喜 町立やましろ保育所 公 山城町 山城町大字北河原小字古屋敷41-1 0774-86-4843 250

相楽･綴喜 町立恭仁保育所 公 加茂町 加茂町大字岡崎小字考8 0774-76-2069 45

相楽･綴喜 町立小谷保育所 公 加茂町 加茂町大字北小字広6 0774-76-4186 30

相楽･綴喜 町立いづみ保育所 公 加茂町 加茂町大字里小字西鳥口95 0774-76-2130 150

相楽･綴喜 町立南加茂台保育所 公 加茂町 加茂町南加茂台3-2 0774-76-5965 150

相楽･綴喜 町立相楽台保育園 公 木津町 木津町相楽台2丁目-11 0774-72-3982 140
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相楽･綴喜 町立相楽保育園 公 木津町 木津町大字相楽小字片田5 0774-72-4293 150

相楽･綴喜 町立清水保育園 公 木津町 木津町大字木津小字清水123-2 0774-72-5543 30

相楽･綴喜 町立木津保育園 公 木津町 木津町大字木津小字白口65 0774-72-6079 120

相楽･綴喜 町立木津川台保育園 公 木津町 木津町木津川台3丁目6-1 0774-73-2526 90

相楽･綴喜 町立笠置第一保育所 公 笠置町 笠置町上津57 0743-95-2101 100

相楽･綴喜 町立笠置第二保育所 公 笠置町 笠置町有市羽根田24 0743-95-2942 50

相楽･綴喜 町立東保育園 公 和束町 和束町大字釜塚前田42 0774-78-3634 30

相楽･綴喜 町立玉川保育園 公 井手町 井手町大字井手小字玉ノ井47-1 0774-82-2153 120

相楽･綴喜 町立多賀保育園 公 井手町 井手町大字多賀小字庵垣内63 0774-82-2225 45

相楽･綴喜 町立いづみ保育園 公 井手町 井手町大字井手小字段ノ下39-2 0774-82-4160 45

相楽･綴喜 町立保育所あゆみのその 公 宇治田原町 宇治田原町大字郷之口小字紫坊39-1 0774-88-6611 200

宇城久 市立久津川保育園 公 城陽市 久世北垣内80 0774-52-4864 90

宇城久 市立鴻の巣保育園 公 城陽市 寺田東ノ口51-5 0774-55-9191 110

宇城久 市立青谷保育園 公 城陽市 中樋ノ上63-1 0774-52-1039 90

宇城久 市立久世保育園 公 城陽市 寺田尼塚82 0774-52-4369 120

宇城久 市立寺田西保育園 公 城陽市 寺田乾出北52 0774-53-2388 120

宇城久 市立枇杷庄保育園 公 城陽市 枇杷庄出羽10-2 0774-53-2800

宇城久 市立宇治保育所 公 宇治市 宇治弐番84-10 0774-21-2701 150

宇城久 市立小倉双葉園保育所 公 宇治市 小倉町西畑13 0774-22-2702 220

宇城久 市立木幡保育所 公 宇治市 木幡東中10-2 0774-31-8204 150

宇城久 市立西小倉保育所 公 宇治市 伊勢田町遊田69 0774-22-7151 100

宇城久 市立大久保保育所 公 宇治市 大久保町旦椋25 0774-43-4540 120

宇城久 市立槇島保育所 公 宇治市 槙島町南落合17-2 0774-22-1504 100

宇城久 市立北木幡保育所 公 宇治市 木幡陣ノ内1 0774-32-7374 120

宇城久 市立善法保育所 公 宇治市 宇治善法116-2

宇城久 町立御牧保育所 公 久御山町 久御山町大字中島小字向野10 075-631-2475 80

宇城久 町立佐山保育所 公 久御山町 久御山町大字佐山小字北代44-1 0774-43-2970 90

宇城久 町立宮ノ後保育所 公 久御山町 久御山町大字林小字宮ノ後久御山団地内 0774-43-4906

奥丹 町立加悦保育園 公 与謝野町 与謝野町字加悦798 0772-43-1432 150

奥丹 町立与謝保育園 公 与謝野町 与謝野町字滝467 0772-42-2709 90

奥丹 町立桑飼保育園 公 与謝野町 与謝野町字明石2115 0772-42-2710 90

奥丹 町立岩滝保育所 公 与謝野町 与謝野町字岩滝861-2 0772-46-2026 180

奥丹 町立山田保育所 公 与謝野町 与謝野町字下山田376 0772-42-3610 90

奥丹 町立石川保育所 公 与謝野町 与謝野町字石川556 0772-42-3611 90

奥丹 町立岩屋保育所 公 与謝野町 与謝野町字岩屋205 0772-42-3608 45

奥丹 町立市場保育所 公 与謝野町 与謝野町字幾地1329 0772-42-3609 150

奥丹 町立伊根保育園 公 伊根町 伊根町字平田640-3 0772-32-0103 60

奥丹 町立本庄保育所 公 伊根町 伊根町字本庄浜92 0772-33-0950

奥丹 市立東保育所 公 舞鶴市 南浜町9-7 0773-62-0464 100

奥丹 市立中保育所 公 舞鶴市 字余部下1063 0773-62-0292 200

奥丹 市立東乳児保育所 公 舞鶴市 字浜1569-2 0773-62-1862 40

奥丹 市立西乳児保育所 公 舞鶴市 字円満寺100 0773-76-0573 40

奥丹 市立南乳児保育所 公 舞鶴市 字行永762-1 0773-63-7961

奥丹 市立峰山保育所 公 京丹後市 峰山町杉谷283 0772-62-0343 150

奥丹 市立新山保育所 公 京丹後市 峰山町荒山1231 0772-62-1153 100

奥丹 市立丹波保育所 公 京丹後市 峰山町丹波1403 0772-62-2889 90

奥丹 市立五箇保育所 公 京丹後市 峰山町五箇2 0772-62-0719 60

奥丹 市立吉原保育所 公 京丹後市 峰山町菅228 0772-62-3924 90

奥丹 市立長岡保育所 公 京丹後市 峰山町長岡93 0772-62-2238 60

奥丹 市立口大野保育所 公 京丹後市 大宮町口大野625 0772-64-2219 120

奥丹 市立河辺保育所 公 京丹後市 大宮町河辺2342 0772-64-2301 90

奥丹 市立善王寺保育所 公 京丹後市 大宮町善王寺1058 0772-64-3234 90

奥丹 市立大宮南保育所 公 京丹後市 大宮町周梹167 0772-68-3005
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奥丹 市立網野保育所 公 京丹後市 網野町網野721 0772-72-0619 90

奥丹 市立島津保育所 公 京丹後市 網野町島津1180 0772-72-0596 100

奥丹 市立浅茂川保育所 公 京丹後市 網野町浅茂川14 0772-72-0710 60

奥丹 市立網野みなみ保育所 公 京丹後市 網野町小浜133 0772-72-4422 150

奥丹 市立たちばな保育所 公 京丹後市 網野町木津1357-3 0772-74-0004 120

奥丹 市立間人保育所 公 京丹後市 丹後町間人2550 0772-75-0044 120

奥丹 市立豊栄保育所 公 京丹後市 丹後町成願寺1728 0772-75-0309 90

奥丹 市立下宇川保育所 公 京丹後市 丹後町久僧1070 0772-76-0122 60

奥丹 市立上宇川保育所 公 京丹後市 丹後町中野242 0772-76-1250 45

奥丹 市立和田野保育所 公 京丹後市 弥栄町和田野1025 0772-65-2346 45

奥丹 市立鳥取保育所 公 京丹後市 弥栄町木橋25 0772-65-2651 45

奥丹 市立黒部保育所 公 京丹後市 弥栄町黒部2880 0772-65-2341 45

奥丹 市立溝谷保育所 公 京丹後市 弥栄町堤3435 0772-65-2454 110

奥丹 市立吉野保育所 公 京丹後市 弥栄町芋野1213 0772-65-3694

奥丹 市立久美浜保育所 公 京丹後市 久美浜町1322 0772-82-0142 120

奥丹 市立田村保育所 公 京丹後市 久美浜町関621 0772-83-0358 45

奥丹 市立湊保育所 公 京丹後市 久美浜町湊宮2102-1 0772-83-0076 45

奥丹 市立神野保育所 公 京丹後市 久美浜町浦明1050 0772-83-0191 60

奥丹 市こうりゅう保育所 公 京丹後市 久美浜町永留246-41 0772-84-0211

奥丹 市立物部保育園 公 綾部市 物部町建田15 0773-49-0026

奥丹 市立上宮津保育所 公 宮津市 字小田226 0772-22-6028 30

奥丹 市立吉津保育所 公 宮津市 字須津950-31 0772-46-2830 45

奥丹 市立府中保育所 公 宮津市 字中野577-1 0772-27-0044 60

奥丹 市立養老保育所 公 宮津市 岩ケ鼻74-3 0772-28-0203 45

奥丹 市立日置保育所 公 宮津市 日置1428 0772-27-1210
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